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研究成果の概要（和文）：冷たい暗黒物質（ＣＤＭ）の階層的合体過程に基づく宇宙の構造形成

理論によると、銀河系のような明るい銀河の周囲に数千に及ぶ暗黒物質のサブストラクチャー

（ＣＤＭサブハロー）が存在することが示唆されている。そこで、この暗黒物質サブハローを

実際に検出して標準理論に重要な制限を付けるために、本研究において重力レンズ天体の高空

間分解能天体観測に基づいた暗黒物質分布の新しい導出方法を開発した。 

 
研究成果の概要（英文）：Hierarchical clustering models of cold dark matter (CDM) predict 

that a galaxy-sized dark halo with total mass being comparable to the Milky Way contains 

thousands of substructures (so-called CDM subhalos) having each mass of million to billion 

solar masses. To directly identify such substructures and set limits on standard model of 

dark matter, we have developed the new method based on radio observation of 

gravitationally lensed objects using ALMA, TMT and other large-aperture telescopes with 

extremely high angular resolution. 
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１．研究開始当初の背景 

 

研究を開始する当初から、宇宙背景輻射衛星
（ＷＭＡＰ）による宇宙背景光の温度揺らぎ
の観測等により、宇宙の幾何学構造が劇的に
高い精度で決定できる時代に入っていった。
すなわち、宇宙膨張のダイナミクスを定める
宇宙論パラメータ（宇宙空間の曲率、宇宙密
度パラメータなど）が１０パーセント以内の
精度で求めることが可能となってきていた。

そして、我々が新たに知る宇宙像は、約７割
の暗黒エネルギーと約３割の暗黒物質で占
められているものであった。これらの量やそ
の時間発展をさらに正確に決定することが、
今後の宇宙論における主たるテーマであり、
そのための多くの巨大プロジェクト（たとえ
ばＷＦＭＯＳ、ＬＳＳＴなど）が世界的に計
画され検討されていた。 

 

このようにして膨張宇宙の枠組みが固まっ
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てきた中で、今後観測的宇宙論において解明
すべき最も重要な問題のひとつは、宇宙膨張
を大きく左右する暗黒物質の詳細な空間構
造の解明、さらに、この暗黒物質のダイナミ
クスに支配された銀河、銀河団といった宇宙
の諸階層構造の起源である。 

 

暗黒物質の候補として最も有力なものは、冷
たい暗黒物質（ＣＤＭ）である。その主たる
理由として、ＣＤＭ理論に基づく初期密度揺
らぎパターンとそれに基づく暗黒物質ハロ
ーの階層的合体は、観測される様々な宇宙の
大規模構造（銀河の空間分布など）を大変良
く説明できるからである。また、ＣＤＭが重
力支配するハローの下で、バリオンが急速に
冷却して星が生まれ銀河が形成されるとす
るシナリオは、観測される銀河の平均密度や
内部速度といった統計量の間の関係を自然
に説明できる。このようにＣＤＭに基づく構
造形成は、宇宙におけるあらゆる空間構造や
物質構造を理解するための、最も標準的な理
論という位置づけにある。 

 

一方、研究開始当初までに行われてきた詳細
な理論計算や銀河・銀河団の観測から、銀
河・銀河団の内部にわたる小スケールの空間
範囲において、ＣＤＭ理論の予言と大きく矛
盾するような事項が幾つも判明してきてお
り、標準理論を揺るがす大きな問題となって
きた。最も重要な問題のひとつに、ミッシン
グサテライト問題とよばれるものがある。す
なわち、銀河系のような典型的な銀河の周り
には２０個程度の伴銀河（矮小銀河）のみ存
在していることが知られているが、ＣＤＭ理
論によれば桁違いに多い数の小ハロー、すな
わち質量が太陽の１千万倍から１０億倍程
度のＣＤＭの小塊（ＣＤＭサブハロー）が数
百個以上存在することが期待され、観測事実
と大きく食い違っている。このような質量範
囲にあるサブハローは、宇宙における最初の
天体（始原天体）の形成母体となり、宇宙初
期の再電離過程において大変重要であると
共に、階層的な合体を繰り返して銀河が形成
され現在見られるような形態に至る過程に
おいて本質的な役割を成す。観測される伴銀
河の数に合わせて、全ての暗黒物質サブハロ
ーにおいて銀河が生まれないようにするに
は、銀河形成を抑制するような物理機構が働
かねばならず、ひとつの有力な考え方として、
宇宙再電離に伴う光電離作用によってガス
の冷却が抑制されるとするものがある。しか
し、この場合矮小銀河内の星は全て再電離以
前に生まれていなければならないが、局部銀
河群における矮小銀河内の恒星の観測と大
きく矛盾する。要するに、理論・観測の双方
が全く矛盾した状態に陥っていた。 

 

さらに、このサブハローの問題に加えて、銀
河ハローや銀河団ハロー中心部の密度構造
に関して、理論予言と観測結果とが大きく異
なっていることも知られており、これらの問
題は小質量ハローの階層的合体過程に基づ
く限り普遍なものである。したがって、銀
河・銀河団スケールにおける冷たい暗黒物質
ハローの集積過程と存在形態を知ることは、
宇宙において目に見える物質部分がどのよ
うに形成されたかを解明する上で最も本質
的で中心的な課題であると言える。 

 

２．研究の目的 

 

本研究の目的は、この暗黒物質構造の解明の
ために、近未来に実現される超高解像度電波
観測に基づく方法論と観測実践の検討を行
なうものである。 

 

天文学において近年の観測技術は大きく発
展してきており、特に、すばる望遠鏡に代表
される大型の光学赤外線望遠鏡によって、銀
河・銀河団における暗黒物質の大域的な空間
分布が調べられており、具体的にＣＤＭ理論
が予言するものと比較できるところまでに
達している。このような光学赤外線望遠鏡が
解像できる暗黒物質構造の空間スケールは、
銀河団サイズよりも大きなスケールに渡る
ものに限定され、我々が最も知りたい銀河ス
ケールにおける暗黒物質の詳細な密度分布
や質量関数に至らない。ところが、近未来に
おいて超高解像電波望遠鏡（ＡＬＭＡ、ＳＫ
Ａなど）が建設中あるいは計画中であり、こ
のような電波望遠鏡は我々に劇的に新しい
暗黒物質情報を与えるものと期待される。そ
の主たる理由として、このような電波望遠鏡
によって、ミリ秒角からマイクロ秒角の角度
スケールに迫る天体の詳細な電波マッピン
グが可能となり、このような小空間スケール
に対応する暗黒物質の構造を導くことが可
能となるからである。ここで用いる主たる方
法は、暗黒物質の微細構造が背景電波源から
の光をその重力で影響を与える、いわゆる重
力レンズ現象である。 

 

本研究では、このような来たる超高解像電波
望遠鏡観測を視野に入れて、暗黒物質構造を
解明する目的の新しい研究プロジェクトを
発足させ、その準備と遂行を行なう。そして、
暗黒物質ハローが銀河・銀河団やその周囲に
おいてどのような状態で存在しているか、つ
まり質量関数、空間分布、速度分布を導出す
ることを試み、このようなハローの動力学的
状態と銀河形態の形成過程とがどのように
関係しているのかを、理論と観測の両面から
総合的に解明することを目標とする。この目
標達成のために、理論と観測それぞれに秀で



 

 

た研究者チームを構成し、互いに有機的に相
互作用することによって、暗黒物質に関する
全く新しい知見を得ることを最大の課題と
する。 

 

３．研究の方法 

 
暗黒物質はその周囲に及ぼす重力を通じて
存在形態を導出することが可能となる。暗黒
物質ハローの詳細な構造を見出す有力な方
法は、それらが背景の光に引き起こす重力レ
ンズ現象である。我々は重力レンズ現象に基
づく方法を駆使して、銀河・銀河団における
暗黒物質構造の導出に対して実績を積んで
きた。銀河ハローにおける暗黒物質に関して
は、４重クエーサーの相互のフラックス比の
異常に基づいて、レンズ天体である手前の銀
河内部における暗黒物質サブハローを導出
する方法を提唱した（Chiba 2002）。この方
法は当該分野において広く受け入れられて
いる。また、弱い重力レンズの方法をハッブ
ル望遠鏡とすばる望遠鏡による詳細な銀河
観測データに適用することによって、銀河団
における暗黒物質の密度分布とその問題点
をはじめて明らかした（Broadhurst et al. 
2005）。この最新成果も頻繁に引用されてい
る。また、重力レンズ現象に基づく方法をさ
らに発展させて、始原天体起源のブラックホ
ールを次世代スペース電波干渉計によって
検出する方法（Inoue & Chiba 2003）や暗黒
物質サブハローの実際の物理量（空間分布、
質量分布）を建設中の電波望遠鏡ＡＬＭＡに
よって導出する方法（Inoue & Chiba 2005）
なども提案してきた。このように、重力レン
ズを用いた理論的方法と現存や将来の大望
遠鏡による観測を組み合わせることによっ
て、暗黒物質の性質を解明する多くの可能性
があることがわかってきた。さらに、暗黒物
質サブハローが銀河円盤構造に対してどの
ような動力学的作用を及ぼすかも、Ｎ体数値
実験を用いて調べてきた（Hayashi & Chiba 
2006）。しかし、このような初期研究の段階
で判明したのは、こういった暗黒物質の新し
い導出方法の開発と具体的な理論的解析の
実践、さらに実際の観測データの解析方法の
構築、といった早急に実施すべき重要な事項
が全く手付かずの状態である、ということで
ある。たとえば、重力レンズ現象のフラック
ス比統計からどのような暗黒物質構造が期
待されるか、恒星によるマイクレンズ現象が
どの程度影響しているのか、さらに、暗黒物
質ハローの詳細な３次元動力学構造に基づ
く重力レンズ現象の解析など、多くの重要な
理論的解析と大規模数値実験の実践を要す
る問題が山積している。 
 
そこで、本研究チームの組織によって、（１）

銀河スケールにおける暗黒物質（冷たい暗黒
物質、ブラックホール）の存在形態を導く新
しい方法論の確立、（２）高解像度電波観測
装置に基づく暗黒物質の探査の実施とその
解析方法の確立、（３）暗黒物質の存在形態
に関する理論的理解の確立、の３本柱を基に
して、銀河における暗黒物質の存在形態を解
明することを目的とする。さらに、これらの
研究目的を達成することによって、一般銀河
の形成とその進化に関する新しい知見を獲
得することを目標とする。 
 
４．研究成果 
 
研究目的に記述したように、本研究の目標は
暗黒物質の存在形態とその銀河進化におけ
る意義を様々な視点から研究して、今後の高
解像度天体観測を用いた暗黒物質探査に生
かしていくことにある。以下にその成果を記
す。 
 
（１）多重像クエーサーを用いた暗黒物質部
分構造の解析 
 
多重像クエーサーのフラックス比異常に基
づいて暗黒物質を導出する際に、そのような
クエーサーの中にはレンズ銀河の中の恒星
による重力レンズ効果、すなわちマイクロレ
ンズ効果を受けているものも少なからずあ
る。つまり、フラックス比異常が恒星による
マイクロレンズ効果なのか、ＣＤＭサブハロ
ーによるレンズ効果なのかを明確に区別す
る必要がある。そこで我々は、中間赤外線に
よって対象となるクエーサーを観測するこ
とにより、ＣＤＭサブハローのみの効果を導
出する着想を得た。クエーサーは典型的には
赤方偏移が２や３といった距離にあるので、
静止系では近赤外線となり、これは丁度クエ
ーサーの中心核周りにあるダストトーラス
からの黒体放射のピーク波長に近い。なぜな
ら、このようなダストトーラスは、中心核か
らの連続光で熱せられ、ダストの昇華温度近
くの 1800K に熱せられていると期待される。
トーラスの内径はおおよそ１パーセックか
それ以上と推測され、これはレンズ銀河にあ
る恒星のアインシュタイン半径に比べて圧
倒的に大きい。したがって、このような赤外
線の波長では、恒星によるレンズ効果を考慮
しなくてもよいし、途中のレンズ銀河におけ
る星間吸収の効果も無視できると思われる。 
 
このような着想により、すばる望遠鏡を用い
て実際に幾つかの重力レンズクエーサーを
中間赤外線の撮像装置で観測した。そして、
中間赤外線域における詳しいフラックス比
の導出と詳細な重力レンズモデルの構築に
基づいて、各クエーサー手前にあるレンズ銀



 

 

河におけるＣＤＭサブハローの存在状況に
ついて有意な制限を与えることができた。 
 
（２）暗黒物質集積過程と銀河進化 
 
円盤銀河を取り囲むハローと呼ばれる広大
な空間には、100 億歳をこえるような古い年
齢の恒星（ハロー星）や球状星団が分布して
いる。ハロー星は円盤部分にある若い恒星と
は全く異なる元素組成と空間運動を持ち、銀
河系の形成と進化過程に対して大変重要な
情報を提供する。なぜなら、年齢が古い恒星
はすなわち最初に生まれた恒星であり、原始
銀河系の物理状態を反映した性質をもって
いるからである。また、これらの星は、銀河
系の広い空間域を軌道運動しているので、こ
のような運動を支配する背景の暗黒物質に
よる重力ポテンシャル、すなわち暗黒物質の
分布を導出するのに大変都合が良い。 
 
このような動機に基づき、スローン・デジタ
ル・スカイ・サーベイ（ＳＤＳＳ）と呼ばれ
る掃天観測の大規模なデータの解析を国際
共同研究によって進め、銀河系にある恒星系
ハローの構造が２層構造を示していること
を明らかにした。すなわち、ハローは２つの
広範に重複している構造成分 (内側のハロ
ーと外側のハロー) に分かれ、それぞれ異な
る空間分布や軌道分布、金属含有率（ヘリウ
ムより重い元素の存在率）の分布を示すこと
が明らかになった。内側のハローは回転楕円
型で、長軸半径は６万光年、短軸半径は４万
光年程度の長さをしている。内側のハローに
ある恒星はそれぞれいろいろな方向に空間
運動をしているが、平均すると銀河円盤と同
じ方向に約 30km/s で回転運動をしている。
一方、外側のハローは全体的に球に近い形を
もち半径５０万光年以上まで達している。外
側のハローにある恒星の空間運動は、驚くこ
とに平均して銀河円盤とは逆方向に約
80km/sで回転運動をしている。また、外側の
ハローは内側のハローよりも金属含有率が
低いことがわかった。 
 
それぞれのハロー成分は異なる物理機構に
よって形成されたと考えられる。特に、角運
動量の方向が違うハロー成分を単一の重力
収縮で達成されない。恐らく、暗黒物質の階
層的合体過程が本質的な原因であり、ハロー
の内側と外側でその合体過程に大きな違い
があったのだろうと推測され、実際に詳細な
数値実験によって上記の解析結果に対して
一定の再現ができている。 
 
（３）高空間分解能電波観測による暗黒物質
部分構造の導出方法 
 

点源のレンズ像のフラックス比異常を用い
て、手前のレンズ構造を探る方法では、観測
から得られる情報量が十分ではないので、暗
黒物質の詳細な存在形態を導出するには不
十分である。もっと直接的にＣＤＭサブハロ
ーの存在証拠とその物理量を決めたいとこ
ろである。そのためには、空間的にある程度
広がった光源を使い、レンズ現象によって大
きくアーク状に広げられたものを利用する
という着想を得た。なぜなら、レンズ位置に
ＣＤＭサブハローが幾つかあると、それらが
重力レンズ効果によって「影」のようなスポ
ットをアーク状の像の中に与えるからであ
る。ここで、光源内部にもともと存在してい
る微細構造は、多重像を使って取り除くこと
ができる。そこで、このような「影」の特徴
を調べれば、ＣＤＭサブハローの質量関数や
空間分布を知ることが可能となる。 
 
この具体的な方法論について、重力レンズの
詳細な理論模型の構築に基づいて調べた。そ
して、十分な空間分解能を有する望遠鏡、例
えばＡＬＭＡを用いれば、サブハローの「影」
の検出が可能になることを見出した。さらに
「影」の輝度分布からＣＤＭサブハローの３
次元マッピングができることを詳細な計算
によって示した。同様な原理で、さらに高い
空間分解能観測によって、ＣＤＭサブハロー
だけでなく種族 III起源のブラックホールや
中質量ブラックホールの「影」をも検出でき
る可能性があることがわかった。 
 
（４）30メートル光学望遠鏡を用いた計画 
 
前述のように、すばる望遠鏡の様な光学望遠
鏡と中間赤外線装置の組み合わせによって、
重力レンズクエーサーのフラックス比異常
を具体的に探査することが可能となるが、8
メートル級の望遠鏡で実際に観測できるタ
ーゲットは 10 個に満たない。そこで、もっ
と多くのレンズサンプルを観測して統計的
に有為な結果を得るためには、30メートル級
の大きな光学望遠鏡と十分に精度の高い中
間赤外線装置が必要になる。 
 
日本の光学・赤外線分野の将来計画において、
ハワイ島に 30 メートル望遠鏡（ＴＭＴ）を
建設するプロジェクトに国際協力で参加す
ることになっている。また、同様に国際共同
研究によって、この望遠鏡に装着する新しい
中間赤外線観測装置（ＭＩＣＨＩ）の開発計
画がある。我々のグループではこの装置開発
グループと共同で研究を進め、暗黒物質の部
分構造を導出するためには装置にどのよう
な性能を持たせるべきかを検討した。そして、
実際にＴＭＴとＭＩＣＨＩの組み合わせを
用いた観測計画の立案を行うことができた。 
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